
↓有松（緑区）

今 月 の 特 集
東海道の風情ある町と絞りの文化 日本遺産 有松

市長インタビュー 「同じものは２つと無ゃあ。」 など

ぜひ読んでね！

052 - 953 -7584 午前8：00～午後9：00
年中無休

よくある質問をウェブサイトで公開しています。

052-971-4894　　7584@oshiete -dial.jp

市政に関する

お問い合わせは 名古屋おしえてダイヤル

広報なごやについてのアンケートを実施中です！
こちらから→

回答できます
市長室広報課　
☎ 052-972-3134　FAX 052-972-4126

問合

市博物館特別展「やなせたかしとアンパンマン展」 など

く ら し の ガ イ ド

市 政 ト ピ ッ ク ス

市 政 ト ピ ッ ク ス

各 区 版

話 題 の 広 場

なごやの子どもの権利を守る取り組み など

がん検診無料クーポン券の有効期限は3月31日まで！ など

生活･福祉/レジャー など

令和2年（2020年） 1月号

January

865 1広報なごやは毎月10日までにお配りしています。　　　　　配布／区役所総務課

記事の内容（開催日・申込期限など）が原則、毎月11日以降のものを掲載しています。

広報なごや点字版・声の広報なごやをご希望の方はご連絡ください。

編集・発行／名古屋市市長室広報課  ☎052-972-3134 FAX052-972-4126

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号　　  www.city.nagoya.jp

●人口／2,328,846人

●世帯／1,119,629世帯

●面積／326.50km2

（令和元年12月1日現在）
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有松駅 名鉄名古屋本線

有松東海道

有松・鳴海絞会館

有松山車会館

岡家住宅
市指定文化財

有松天満社

〒 〒

緑区の有松地区の文化・伝統を語るストーリー「江戸時代の情緒に触れる絞りの産地～藍染が風にゆれる

町 有松～」が、昨年5月名古屋市内で初めて日本遺産に認定されました。慶長13年（1608年）、東海道に開

かれた有松は、茶屋集落として栄え、藍の絞り染めが旅人の土産として名産品になり繁栄してきました。江

戸時代から残る古い町並みや祭りの山車、伝統工芸の絞り染めの技術が今も多くの人々を魅了しています。

観光文化交流局観光推進室　☎ 972-2425　FAX 972-4200問合

日本遺産

江戸時代の情緒に触れる絞りの産地～藍染が風にゆれる町 有松～

情緒あふれる
町並み

春を彩る日本遺産有松めぐりキャンペーン

ありまつ福よせ雛さんぽ道
びな

東海道の風情ある
町と絞りの文化

2/22（土）～3/22（日）日程

2/22（土）～3/22（日）日程 有松東海道一帯場所

有松・鳴海絞会館

☎ 621-0111　

FAX 621-6051

問合

緩やかに曲がる東海道

沿いに800メートルにわ

たり絞商家特有の広い

間口を持つ主屋が残さ

れており、重要伝統的建

造物群保存地区に選定

されている。

豪華な山車

からくり人形を乗せた三

両の山車は町の繁栄の

象徴。毎年10月の有松

山車まつりで祭りばやし

とともに引き回される。

気軽にできる雪

花絞りから糸でく

くる本格的な絞り

まで体験できる

(要予約)。

天満社春季大祭をは

じめ、恒例の福よせ雛、

きもの体験や節句菓

子「おこしもん」づくり、

町家での上方落語な

ど、春の有松はイベン

トが盛りだくさん！

にぎやかに町を飾る福よせ雛が笑顔と福をもたらします。

アリマツーケット

3/22（日）日程 有松天満社（緑区鳴海町米塚10）場所

絞り染め体験や食べ物・小物のお店などが出店するイベント

有松ぐるめぐり
藍染めをイメージした

「藍ラテ」や絞り柄のパ

ンなど、有松でしか食べ

られないグルメも楽しめ

ます。お土産も充実。

岡家住宅では土曜・日曜日に
建物内部見学が可能（無料・申込不要）

有松山車会館（土曜・日曜日・祝休日
のみ開館）で展示

↑詳しくは

　コチラ

地域で継承保存されている建造物や祭りな

どの有形・無形の文化財を通じて文化や伝

統を語るストーリーを文化庁が認定するもの。

地域で継承保存されている建造物や祭りな

どの有形・無形の文化財を通じて文化や伝

統を語るストーリーを文化庁が認定するもの。

日本遺産とは日本遺産とは

絞り体験有
松
を

見

味

体

験る

有
松
を

す
る

有松ぐるめぐり参加店

有
松
を

わ
う

江戸時代の滑稽本にも登場
「東海道中膝栗毛」の中で、有松に寄った主

人公の弥次さん・喜多さんは絞りに魅せら

れて、お土産に手ぬぐいを買ったとか。

浮世絵にも描かれた風景

歌川広重が描いた『東海道五拾

三次之内 鳴海 名物有松絞』さ

ながらの風景を現在もご覧いた

だけます。

有 松

しゅ おく

国立国会図書館蔵

同じものは２つと無ゃあ。

↑左から加藤明美さん、河村市長（市役所本庁舎 
　市長室にて）

てるところ。絞り産業、豪華な山車、古い町並み、

信長の桶狭間。絞りの体験もきっと楽しんでもらえ

ます。ぜひ有松にお越しください｣

世界に１つしかにゃあ自分だけの絞り。

ナゴヤ 有松・鳴海絞りで作ろみゃあ!

つと無い。そういうオリジナリティ･本物性をとても喜

んでくださいますよ。オンリーワンのお土産を作れま

す。市長さんも絞りの糸をほどくところ、自分で体験

していただくといいですよ｣

実際に体験させてもらったが、なるほどこうやって

糸をほどくと模様になるのかね。絞り方の種類は

100種類もあるそうだ。

加藤さん｢この間、ひと夏着古したTシャツを、絞

りで染め直し、リユースしたんです。すると、カッコイ

イ、オンリーワンのTシャツになったりするんです｣

今後目指すべき有松の姿はどう?

加藤さん｢文化･歴史だけじゃなく、絞りを作ると

か、クリエイティブ（創造的）なところもたくさんあるこ

とを知っていただきたいです｣

市民の皆さんへメッセージをどうぞ。

加藤さん｢有松は名古屋駅から電車でわずか20

分ほど。本当に落ち着ける、名古屋の文化が詰まっ

ほんなら自己紹介してちょうよ。河村たかしからイ

ンタビュー。

｢有松の町を案内するガイドボランティアの会

『有松あないびとの会（※）』ができて16年。今は

副会長をしています。観光の方も大変増えてきて、

団体じゃなく2～3人とか、外国、欧米の方も、ご夫

婦とかが多いですね｣と加藤明美さん。

｢昨年6月からは、家屋の内部もご覧いただける

ようになった指定文化財（岡家住宅）もあって、皆さ

んに絞商のスケールの大きさを実感してもらえてい

ます｣

苦労話はどう?

加藤さん｢団体の方は滞在時間がとても短いの。

長くて1時間くらい。もうちょっと長く滞在してもらう

には魅力アップしないと。外国人の方も含めてやっ

ぱり絞りの体験。絞りはよく似てるけど、絞り方に

よってそれぞれ微妙に模様が違って、同じものは2

※有松あないびとの会：有松で東海道の町並みや歴史、山車や絞り産業などを詳しく紹介している。

だ し

 ２
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計画（案）・資料などの配布・閲覧は区役所情報コーナー・市民

情報センター（市役所西庁舎1階）のほか、市ウェブサイトでも

ご覧いただけます。点字版・音声変換用テキストファイルを希

望される方は問い合わせ先へご連絡ください。

日本が「子どもの権利条約」を批准して約

25年。名古屋市では子どもの権利を守る

文化・社会の実現を目指し、さまざまな取り

組みを行っています。

日本が平成6年（1994年）に批准した国連「子どもの権利条約」では、大きく分けて 名古屋市は、全ての子どもが大切にされ、

自分の持っている力を伸ばしながら、いき

いきと安心して健やかに育ってほしいとの

願いを込めて、平成20年（2008年）に「なご

や子ども条例」を制定しました。

条例では、子どもの権利とその権利を保障するための大人

（市・保護者・地域住民・学校関係者・事業者など）の責務を明ら

かにするとともに、子どもに関する施策の基本となる事項など

を定めています。

の4つの権利を定めています。

また、平成28年（2016年）には子どもの権利条約の理念を盛り込む形で児童福祉法が改

正され、全ての子どもが権利の主体であることが明確化されました。

子どもはどんなに小さくても自分の気持ちがあり、それが尊重されることで自分の人生を

切り開いていくことができます。子ども一人一人に合わせた「最善の利益」が考慮され、子

どもの権利を保障するのは、社会そして大人の役割です。

「名古屋市子どもの権利擁護委員条例」に基づき、子どもの権利を守る文化・社会の実現を目指すとともに、子どもの最善の利益を確保す

るためのさまざまな取り組みを行っていきます。

意見 市政皆さんの を に パブリックコメント意見 市政皆さんの を に パブリックコメント 皆さんのご意見を
お寄せください

令和8年に愛知･名古屋で開催される同大会の選手村は､弥富市へ移転

予定の名古屋競馬場(港区泰明町1-1)の敷地を活用する予定です｡大会

後の跡地のまちづくりの方向性を示すために､構想(案)を策定しました｡

1/17（金）～2/17（月）配布・募集期間

総務局アジア競技大会推進室　☎ 972-2222　FAX 972-4205　   a2231@somu.city.nagoya.lg.jp
問合

第20回アジア競技大会選手村後利用基本構想（案）

早期子ども発達支援の中核となる地域療育センターの今後の方針（案）

をまとめました。

1/20（月）まで配布・募集期間

子ども青少年局子ども福祉課　☎ 972-2520　FAX 972-4438　   a2520@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
問合

今後の名古屋市早期子ども発達支援体制に関する方針（案）

施設や里親のもとなどで暮らす子どもの最善の利益を実現していくた

めの計画（案）を策定しました。

1/27（月）まで配布・募集期間

子ども青少年局子ども福祉課　☎ 972-2519　FAX 972-4438　   a2519@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
問合

名古屋市社会的養育推進計画（案）

上下水道事業を将来にわたって安定的に継続していくための中長期的な

経営計画（案）を策定しました。

1/15（水）～2/17（月）配布・募集期間

上下水道局経営企画課　☎ 972-3612　FAX 961-0276　   plan2028@jogesuido.city.nagoya.lg.jp
問合

名古屋市上下水道経営プラン2028（案）

「人間性豊かなまち・名古屋」の実現に向けた人権施策の指針として、方

針（案）を策定しました。

1/8（水）～2/6（木）配布・募集期間

市民経済局人権施策推進室　☎ 972-2583　FAX 972-6453　   a2580@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp
問合

なごや人権施策基本方針（案）

地域福祉の推進に関する事項を定めた計画（案）を策定しました。また、

成年後見制度の利用促進に関する事項を定めた計画（案）を策定しま

した。

1/17（金）～2/17（月）配布・募集期間

健康福祉局地域ケア推進課　☎ 972-2548　FAX 955-3367　   a2548-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
問合

なごやか地域福祉2020（案）・

名古屋市成年後見制度利用促進計画（案）

平成20年（2008年）4月に施行した、子どもに関する施策の基本となる

事項を定めた同条例の改正についての考え方をまとめました。

1/27（月）まで配布・募集期間

子ども青少年局企画経理課　☎ 972-3081　FAX 972-4437　   a3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
問合

なごや子ども条例の改正についての考え方

なごや子ども条例

子どもの権利相談室「なごもっか」を開設します!子どもの権利相談室「なごもっか」を開設します!1/14（火）～

「なごもっか」は困っている子どもに寄り添い、その権利を守るとこ

ろです。悩みや困り事がある時は何でも相談してください。まず、

子ども自身の話を聞き、子どもにとって一番良いこと（最善の利益）

は何かを一緒に考えます。

「なごもっか」への相談について
★子どもの権利侵害に対する権利の回復…独立性が

担保された子どもの権利擁護委員(研究者･弁護士

など)と相談員が、子どもや保護者などからの相談･

申し立てなどについて､第三者的立場から子どもの

権利の回復を図ります｡

★子どもの権利についての普及啓発…地域において

子ども自身や大人が子どもの権利について学ぶ機

会を確保できるよう、研修や講演などの啓発活動を

行っていきます。

「なごもっか」の取り組み

❶生きる権利　❷育つ権利　❸守られる権利　❹参加する権利

子ども青少年局子ども未来企画室分室　☎ 211-8071　FAX 211-8072問合

18歳未満の方と高校生対象

※子どもの権利に関わることであれば、大人も相談できます。
　☎ 211-8640　FAX 211-8072

月曜・火曜・金曜日の午前11:00～午後7:00、木曜日の午前11:00～午後8:00、土曜日の午前11:00～午後5:00（いずれも受け付けは閉所の30分前まで）開所日時

地下鉄東山線・名城線「栄」駅4番出口 徒歩3分アクセス

水曜・日曜日・祝休日休所日 〒461-0005 東区東桜一丁目13-3 NHK名古屋放送センタービル6階場所

全ての子どもは生まれながらに「権利」があります。

話を
じっくり
聴きます

秘密は
守ります

子ども専用フリーダイヤル（無料）… ☎ 0120-874-994

電話で ファクス・郵便で 来所して
はなし きくよ

相 談 方 法

子どもの権利 ををなごやのなごやの

守る取り組み守る取り組み

なごや子ども条例
マスコットキャラクター

なごっち

●学校に行きたくない
●仲間に入れない
●話を聴いてくれない

●ご飯が食べられないときがある
●ゆっくりする時間がほしい
●みんなと違うことはいけないのか

例えば、こんなときは
「なごもっか」へ

名古屋市 なごもっか 検索

「子どもの権利」とは

 ３
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市内在住の対象の方に､昨年6月ごろにクーポン券を送付しました｡

年度末は医療機関の混雑が予想されますので､お早めにご予約ください｡

小型充電式電池や発火性危険物を不燃ごみなどとして誤って出すことが原因で、

収集車や処理施設で火災が相次いで発生しています。

スマートフォンなどの充電用モバイルバッテ

リーやデジタルカメラなどに使用されている小

型充電式電池で、右のような「スリーアロー

マーク」が付いているも

のは、各区の環境事業所

や電器店などの回収拠

点にお持ちください。家

の前や資源ステーション

では回収していません。

1/21（火）・2/18（火）・3/17（火）｡事前に予約した上で､開催日の午後1:15～1:45

に受け付け手続き必要｡専門医による長引く咳や息切れなどに関する面接相談と

肺年齢測定など｡対象は市内在住で15歳以上の方

精神障害・難病・障害児等福祉の福祉制度利用に関する申請受付窓口を、4/1（水）

から右記のとおり変更する予定です。変更後の申請受付窓口の場所や問い合わせ

先などについては、３月に別途お知らせします。

対象年齢の市民の方は､クーポン券

がなくても､保険証などで生年月日が

確認できれば､無料で受診できます｡

受診できる医療機関など詳しくは､保健センターなど

で配布している｢がん検診ガイド｣をご覧いただくか､

お問い合わせください｡

火災につながる恐れのある物の正しい出し方

モバイルバッテリーなどの小型充電式電池
スプレー缶類や使い捨てライター、固形燃料（缶入りのもの）、

リチウム電池（充電できないもの）な

どの発火性危険物は、以下のよう

に出してください。

❶中身を完全に使い切る

❷「資源用指定袋」か「透明または中

身の見える半透明の袋」に入れる

❸可燃ごみの収集日に、可燃ごみと

少し離して出す

スプレー缶などの発火性危険物

呼吸器なんでも相談

健康福祉局健康増進課　☎ 972-2637　FAX 972-4152問合

環境局作業課　☎ 972-2385　FAX 972-4133問合

健康福祉局総務課　☎ 972-2509　FAX 972-4145問合

胃がん・大腸がん・肺がん・子宮がん・
乳がん・前立腺がん

対象のがん検診

勤め先などでがん検診を受
ける機会のない一定年齢以
上の市民

対象者

1検診500円　
※免除制度あり

料　金

市内の医療機関や保健セン
ターなど

実施場所

有効期限は3/31（火）まで!有効期限は3/31（火）まで!

がん検診無料クーポン券のがん検診無料クーポン券の

収集車や処理施設の

火災が多発しています！

収集車や処理施設の

火災が多発しています！

精神障害・難病等の福祉制度利用に関する
申請受付窓口が4月から変わります

検診名
無料クーポン券対象者

（平成31年4月1日現在､以下の年齢の方）

大腸がん

子宮頸がん

乳がん

40･45･50･55･60歳の男女

20･25･30･35･40歳の女性

40･45･50･55･60歳の女性

けい

がん検診推進事業 検索市ウェブサイト

小型充電式電池 検索

回収拠点は、一般社団法人JBRCの
ホームページで検索できます。

変更後 区役所福祉課（支所管内は支所区民福祉課）

現在
保健センター保健予防課
（支所管内は保健センター分室）

南保健センター（南区東又兵ヱ町5-1-1） 

☎ 614-2879　FAX 614-2818

がん相談･情報サロン｢ピアネット｣
（中区大須四丁目11-39川本ビル2階）

☎ 243-0555　FAX 243-0556

消費生活センター（中区栄一丁目23-13

伏見ライフプラザ11階）

☎ 222-9671（月曜～金曜日）　

☎ 222-9690（土曜･日曜日）

seikatsu.city.nagoya.jpHP

仕事･暮らし自立サポートセンター
①名駅（中村区名駅南一丁目5-17）

　☎ 446-7333　FAX 446-7555
　　  sigoto.kurasi@support-nagoya.jp
②大曽根（北区大曽根四丁目17-23）

　☎ 508-9611　FAX 508-9612
　　  shigoto.kurashi@oozone.jp
③金山（熱田区新尾頭二丁目2-7）

　☎ 684-8131　FAX 684-8132
　　  kanayama@support-nagoya.jp

月曜～金曜日の午前10:00～午後4:00（祝休日休み）｡排尿･排便･介護方法に関するこ

となどの相談｡看護師などの専門職が対応｡対象は排せつでお悩みの高齢者や家族など

高齢者排せつケア
電話相談

高齢者排せつケアコールセンター 
☎ 364-8172

火曜～土曜日の午前10:00～午後4:00（祝休日休み）｡がんの不安などの相談｡がん

治療体験者などの｢ピアサポーター｣が対応

がんに関する相談

月曜～金曜日と①第2･3②第1･5③第4土曜日の午前9:00～午後5:00（祝休日休

み。①火曜日②木曜日③金曜日は午後8:00まで）｡対象は市内在住で生活にお困りの

方（生活保護受給者を除く）

仕事･家計･
住まいなど生活全般
に関する相談

月曜～金曜日の午前10:00～午後4:00（祝休日休み）｡養育費や子との面会交流など

の相談｡専任の相談員が対応｡必要に応じて司法書士による面接相談･書類作成支

援・同行支援を実施｡対象はひとり親家庭の母･父か寡婦の方（離婚前の相談も可）

養育費相談
養育費相談専用電話

（愛知母子･父子福祉センター内）

☎ 915-8816

月曜～金曜日は面接･電話相談､土曜･日曜日は電話相談のみ（祝休日休み）｡いず

れも午前9:00～午後4:15｡対象は市内在住か在勤（学）の方

※Eメールによる相談もホームページから受け付けています｡

消費生活相談

無 料 相 談 窓 口 案 内

ニカド電池 ニッケル
水素電池

リチウム
イオン電池

ワンコイン
がん検診も
実施中!

発火事故の
実験映像はこちら→

実際の火災現場の様子実際の火災現場の様子

 ４



在宅要介護高齢者等

寝具の貸与

敷布団･掛布団･毛布など(年に1回
交換)や枕カバー･シーツ･包布など
(10日に1回交換)を貸与

市民税非課税世帯で､要介護4
か5の認定を受けた在宅の方
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

問合

無料

小児慢性特定疾病医療受給者証の

更新申請

令和2年3月31日まで有効の同証を
お持ちの方は､有効期限までに更新
申請が必要です｡

3/31(火)まで
保健センター保健予防課

受付

問合

ナゴヤ家
か

ホーム(高齢者共同居住事

業)事前交流会

単身高齢の方同士が市営住宅で共同
生活する同事業の制度説明と参加者
交流会

2/5(水)午前10:00～午後4:00
さくら一番館(名東区高針荒田)
市内在住か在勤の､配偶者のい
ない60歳以上で､自宅を所有せ
ず所得要件などを満たす方(グ
ループ参加可)｡30人程度
1/31(金)まで
介護サービスさくら
☎753-9985 FAX788-2391
(住宅都市局住宅管理課
☎972-2957 FAX972-4173)

受付

問合

日時

対象

場所

無料

案内
配布

市営住宅 入居者の先着順募集

一般募集で応募のなかった住宅が対象
市内在住か在勤､住宅に困窮､親
族と同居(単身者向け住宅を除く)
で収入要件などを満たす方｡先着
2/7(金)午後2:00～
1/28(火)～区役所総務課･支所
区民生活課､住まいの窓口(中区
栄三丁目)､市住宅供給公社(西
区浄心一丁目)
☎523-3875 FAX523-3863

対象

受付

外国人高齢者給付金の支給

支給額は月額1万円
大正15年4月1日以前生まれ
で､永住または特別永住許可を
受けているか､昭和36年4月1
日以降に日本国籍を取得した方
(公的年金･生活保護受給者など
を除く)｡所得制限あり
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

問合

家族介護慰労金の支給

支給額は年額10万円
支給申請の1年以上前に要介護
4か5に認定され､市民税非課税
世帯に属し､申請以前1年間介
護保険サービス(年間7日以内
のショートステイ利用を除く｡
おおむね3カ月以上の入院期間
がある場合はその前後の期間を
合算)を利用せず在宅で過ごし
た方を介護する市民税非課税世
帯の同居の親族
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

問合

障害者作品即売会｢福祉の店｣

障害のある方が
制作した手芸･
陶芸･木工品な
どの展示即売

2/18(火)～25(火)午前9:00～
午後7:00
イオンモールナゴヤドーム前
(東区矢田南四丁目)

★出品作品の募集
一部負担金あり
直接､区役所福祉課･支所区民
福祉課
1/9( 木 ) ～ 30( 木 )

健康福祉局障害者支援課
☎972-2584 FAX972-4149

日時

問合

申込

受付

場所

料金

かかりつけ医を持ちましょう

かかりつけ医とは､患者さん自身や
家族の健康管理をしてくれる身近な
医師のことです｡普段の健康状態や
過去の病歴などを把握しているの
で､適切な治療が受けられ､必要な時
は専門の医療機関を紹介してもらう
ことができます｡

健康福祉局保健医療課
☎972-2623 FAX972-4154

問合市営住宅 定期入居者の募集

入居期間は4～10年程度
市内在住か在勤､申込者本人が45
歳未満､住宅に困窮､親族と同居､
収入要件などを満たす方｡先着
2/3(月)午後2:00～
1/24(金)～区役所総務課･支所
区民生活課､住まいの窓口(中区
栄三丁目)､市住宅供給公社(西
区浄心一丁目)
☎523-3875 FAX523-3863

対象

受付

案内
配布

特別養護老人ホーム 入居者の募集

4月(予定)
オーネスト紫花(守山区森孝二
丁目)｡名称は仮称
家庭での介護が困難な､原則､要
介護3以上の方(入院治療の必
要な方を除く｡要介護1･2の方
でも入居が認められる場合あ
り)｡選考で100人
1/6(月)～31(金)

区役所福祉課･支所区民福祉課
オーネスト紫花開設準備室
☎090-5853-6150
(健康福祉局介護保険課
☎972-2539 FAX972-4147)

施設

受付

問合

案内配布

開所

対象

外国人の無料健康相談会

病気の早期発見･予防､各種制度に関
する相談と各種検査など｡通訳あり

1/26(日)午後1:00～4:00
名古屋国際センター5階会議室
(中村区那古野一丁目)
市内在住の外国人の方
不要
外国人医療センター
☎･FAX588-7040(午後1:00～
5:00｡水曜･木曜･金曜･日曜日
休み)
(健康福祉局感染症対策室
☎972-2633 FAX972-4203)

問合

日時

場所

対象

申込

無料

ボランティアあそびっこの募集

友達との関わりが苦手な小中学生の
遊び相手として家庭訪問などを行う

1年以上登録可能な18～29歳
(高校生を除く)で1/31(金)･
2/1(土)の事前研修に参加でき
る方｡選考
電話か直接､西部児童相談所(中
川区小城町)☎365-3278
FAX365-3281
1/6(月)～24(金) 受付

対象

申込

社会的養育における里親制度と里

親支援研修会～”里子が”必要とす

る支援･社会資源とは～

1/18(土)午後2:00～4:30
高齢者就業支援センター(昭和
区御器所通)
市内在住の方｡150人程度｡託児
要予約
1/17(金)必着
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課
子ども家庭支援センターさくら
☎821-7867 FAX821-7869
(子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438)

問合

日時

対象

受付

場所

無料

案内
配布

おんたけ休暇村の催し

①木曽御嶽山冬景色開田高原白川氷
柱群と自然湖御岳湖撮影ツアー

2/7(金)～1泊2日(4食付き)
②おんたけ雪の学校～いざ!雪の森

へ～
2/22(土)～1泊2日(3食付き)

①18歳以上の方②親子(1家族
10人まで)｡先着①15人②5家
族
①16,000円②高校生以上8,000
円･小中学生6,500円･未就学児
3,500円｡別途スノーシューレン
タル代必要
1/11(土)午前10:00～
おんたけ休暇村(長野県木曽郡
王滝村)☎0264-48-2111
FAX0264-48-2874

問合

日程

日程

対象

料金

受付

徳川園の冬牡
ボ

丹
タ ン

わ ら 囲 い
をした20
種70鉢の
冬 牡 丹 を
展示

1/2(木)～2/16(日)の開園日､
午前10:00～午後4:30
入園料必要
同園(東区徳川町)☎935-8988
(月曜日､ただし祝休日の場合は
翌平日休み) FAX937-3847

問合

日時

料金

納付をお忘れなく
個人市民税･県民税 第4期分

納期限は1月31日(金)

納税は便利な口座振替で
詳しくは納付書をご覧ください｡

国道23号通行ルール(名古屋南部地域)

沿道環境(大気･騒音)改善のため

大型車は中央寄り走行
にご協力をお願いします。

なお、道路交通法により、大型貨物自動車な
どは夜間（午後11:00～午前6:00）、最も中央
寄りの通行帯を通行しなくてはいけません。

問合 環境局大気環境対策課　☎972-2682　FAX972-4155

生活・福祉

レジャー

〈往信用裏面〉〈返信用表面〉

63

63

〈返信用裏面〉〈往信用表面〉

※記載の休所日の他に、施設などにより休みの場合があります。

■市電子申請サービスでの申し込みは…
　パソコン https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp
　携帯電話 https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/m/
　　　（携帯電話用は一部機種ではご利用になれません）

■はがき・封書・ファクス・Eメールの記入は…
　右記の往復はがき記入例と同様の記入事項を
　お書きください。

■市ウェブサイトのアドレスは…
　http://www.city.nagoya.jp

■市役所への郵便物は…
　郵便番号（〒460-8508）と局・課名のみで
　届きます。

■案内書・募集要項などの配布物・市ウェブサイト
　などでの案内は…
　日にちの記載がない場合は原則、1月6日(月)
　からです。

○印は区役所・支所、市税事務所・出張所の日曜窓口の実施日：午前8：45～正午｡
取扱業務は転入・転出届の受付や各種証明書の交付など。詳しくは区役所・支所、市税事
務所・出張所、名古屋おしえてダイヤル☎953-7584（おかけ間違いにご注意ください）

■広報なごや1月号には…
　記事の内容（開催日・申込期限など）が原則
　1月11日(土)以降のものを掲載しています。

日 月 火 水 木 金 土

※ ※ ※ 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 ※

2020/1月

日 月 火 水 木 金 土

※ ※ ※ ※ ※ ※ 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

2020/2月

  広報なごや　令和2年1月号　●5



財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

港防災センター 災害後の｢はじま

りのごはん｣-いつ､どこで､なにた

べた?-展

阪神･淡路大震災や東日本大震災後
の炊き出し･買い物･食卓風景など､
震災後の｢ごはん｣にまつわる写真展

1/17(金)～4/5(日)の開館日､
午前9:30～午後4:30
同センター(港区港明一丁目)
☎651-1100(月曜､ただし祝休
日の場合は翌平日､第3水曜日
休み) FAX651-6220

無料

問合

日時

イーブルなごや 映画｢ナチュラル

ウーマン｣～セクシュアル･マイノ

リティについて考えましょう～

1/25(土)午後1:30～3:50(交
流会は午後4:00～5:00)
当日先着300人｡託児要予約
700円(交流会は別途300円･託
児は別途40円必要)
同所(中区大井町)☎331-5288
(第3木曜日休み) FAX322-9458

問合

人数

料金

日時

これからの人生をもっと素敵に輝い

て生きるための男性の生き方セミ

ナー～地域での居場所･仲間づくり～

2/15(土)午後1:30～4:30
イーブルなごや(中区大井町)
男性｡30人程度｡託児要予約
無料(託児は有料)
電話･ファクス･Eメールで総務
局男女平等参画推進室
☎972-2234 FAX972-4112
　a2233@somu.city.nagoya.
lg.jp
2/14(金)まで(託児は2/7まで)受付

申込

場所

対象

料金

日時

市立大学×中京大学

合同シンポジウム

基調講演や事例紹介を通して､S
エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

(持続可能な開発目標)に関する最近
の動向や大学の役割などを議論する

1/21(火)午後2:00～4:00
中京大学名古屋キャンパス清明
ホール(昭和区八事本町)
500人程度
1/20(月)まで(空きがあれば当
日受け付け可)
ホ ー ム ペ ー ジ ･
区 役 所 情 報 コ ー 
ナー･市立大学学
術課(瑞穂区瑞穂
町)☎853-8308
FAX841-0261

人数

受付

場所

日時

無料

案内
配布

↑ホームページ
はこちら

大都市制度講演会｢2040年頃の日

本社会の課題と大都市の役割｣

手話通訳･要約筆記あり(1/14まで
に予約必要)

1/21(火)午後2:00～4:30
市立大学桜山キャンパスさくら
講堂(瑞穂区瑞穂町)
東京大学教授の牧原出

いづる

さんなど
当日先着300人
総務局大都市･広域行政推進室
☎972-2208 FAX972-4418

人数

問合

講師

場所

日時

無料

スマートフォン体験教室

高齢者向けに操作の基礎･注意点な
どを携帯電話会社の講師から学ぶ

①2/4(火)②2/5(水)③2/7(金)
④2/13(木)午後2:00～4:15
①中村生涯学習センター(中村
区鳥居通)②中生涯学習セン
ター(中区橘一丁目)③港生涯学
習センター(港区港陽一丁目)④
天白生涯学習センター(天白区
天白町)
抽選で各20人(申し込みが5人
未満の回は中止)
電子申請か往復はがき(希望日
も記入)で総務局情報化推進課
☎972-2261 FAX972-4113
1/6(月)～20(月)必着

申込

人数

受付

場所

日時

無料

靴のデザイン講演会

講演と地元の靴職人による製作実演
交流会

2/7(金)午後6:00～8:00(交流
会は午後7:10～8:00)
ナディアパークデザインセン
タービル7階(中区栄三丁目)
抽選で50人程度
無料(交流会は500円)
電子申請･はがき･ファクス(交
流会への出欠も記入)で市民経
済局産業労働課
☎972-3146 FAX972-4129
1/28(火)必着

申込

料金

人数

受付

場所

日時

あいち人権講演会i
イ ン

n名古屋

タレントのスマイリーキクチさんに
よるインターネットと人権に関する
講演と映画｢あん｣(日本語字幕･日本
語音声ガイドあり)の上映

1/28(火)午後1:00～4:40
鯱

こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
当日先着750人
ソレイユプラザなごや
☎684-7017(月曜日休み)
FAX684-7018

問合

人数

場所

日時

無料

ソレイユプラザなごや

人権セミナー

①2度のがんを経験し
て～明日の私､キレ
イな私～

2/15(土)午後
2:00～4:00
タレントの
原千晶さん

②男が働かない､いいじゃないか!～
男性学の視点からこれからの社会
を考える～

2/16(日)午後2:00～4:00
大正大学准教授の田中俊之さん

市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で①80人②60人
電子申請･電話･ファクスで同所
(中区栄一丁目)☎684-7017(月
曜日休み) FAX684-7018
1/30(木)まで

対象

申込

受付

講師

講師

日時

日時

無料

原千晶さん

次世代ものづくり基盤技術産業展

～T
テ ッ ク

ECH B
ビ ズ

iz E
エ キ ス ポ

XPO～

2/5(水)･6(木)午前10:00～午
後5:00(2/6は午後4:00まで)
吹上ホール(千種区吹上二丁目)
無料(入場登録が必要)
名古屋国際見本市委員会
☎735-4831 FAX735-4836
(市民経済局次世代産業振興課
☎972-2423 FAX972-4135)

問合

料金

場所

日時

国際留学生会館 留学生による外国

語･外国文化紹介講座

★英語初級会話…全て英語で進行
2/12(水)～3/4(水)の水曜日
の全4回､午後6:30～7:45

★中国語会話
2/14(金)～3/6(金)の金曜日
の全4回､午後6:30～7:45

高校生以上の方｡各40人程度
2千円
ホームページか封書(希望講座
も記入｡切手を貼った返信用封
筒同封)で同館(〒455-0015港
区港栄二丁目2-29)
☎654-3511 FAX654-3510
1/11(土)～2/4(火)必着
nic-nagoya.or.jp

受付

申込

HP

料金

日時

日時

対象

高齢者就業支援センターの催し

①介護業界シニア就職フェア
2/6(木)午後1:00～2:30

②パソコン検定準2級対策講座
2/17(月)～3/11(水)の月曜･
水曜日(2/24を除く)の全7
回､午前10:00～午後3:30

③講演会｢明るく 楽しく 元気に目
指しましょう!100歳を!!｣

2/18(火)午後1:30～3:00
東海学園大学名誉教授の
西堀すき江さん

①おおむね55歳以上の方②市
内在住の55歳以上でパソコン
で文書や表の作成ができる方
③市内在住か在勤の方｡抽選で
②15人③120人
②5,400円
①不要②③電子申請･電話･ファ
クスで同センター(昭和区御器所
通)☎842-4691 FAX842-4894
②③1/20(月)まで受付

料金

申込

日時

日時

日時日時

講師

対象

無料

無料

講演会｢障害のある人もない人も共

に生きる地域社会をめざして｣

書家の
金澤翔子さん
による書道パ
フォーマンス
と､翔子さん
の母の金澤泰子さんによる講演な
ど｡手話通訳･要約筆記･点字資料･ル
ビ資料･車いす席あり

2/11(火･祝)午後1:30～4:30
中区役所ホール(中区栄四丁目)
当日先着450人
障害者差別相談センター
☎856-8181 FAX919-7585

人数

問合

場所

日時

無料

イーブルなごや公開講座

手話通訳･要約筆記あり
①｢いま｣を読み解く 部落差別｢家

族｣の思い～子ども達への取材か
ら見えたこと～

1/18(土)午後1:30～3:00
②特別展にみる女性たち 岸田劉

りゅうせい

生
の世界～麗子像を中心に～…市美
術館特別展の関連講座

1/20(月)午後2:00～3:30
当日先着①100人②350人
同所(中区大井町)☎331-5288
(第3木曜日休み) FAX322-9458

問合

人数

日時

日時

無料

出会う!つながる!世界を変える!

グローバルユースデー

SDGsや国際協力などの分野で活躍
する若者の団体による活動報告など

2/15(土)午後1:00～5:30
名古屋国際センター別棟ホール
(中村区那古野一丁目)
中学生以上の方｡先着100人
1/14(火)午前10:00～ホーム
ページ･電話･Eメールで同セン
ター☎581-5691(月曜日休み)
FAX581-5629

koryu@nic-nagoya.or.jp
nic-nagoya.or.jp

場所

申込

HP

日時

対象

無料

子ども食堂フォーラム

子どもをはじめとする地域の方が､
食事を通してつながる場である｢子
ども食堂｣に関する講演･活動報告な
ど

2/19(水)午後1:30～4:30
今池ガスホール(千種区今池一
丁目)
300人程度
ファクス･Eメールか直接､市社
会福祉協議会☎911-3193
FAX917-0702 　 chiiki01@
nagoya-shakyo.or.jp
2/14(金)まで
子ども青少年局子ども未来企画
室☎972-3199 FAX972-4204

問合

受付

申込

人数

日時

場所

無料

教養・実用

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

港北エリアまちづくりシンポジウ

ム

アジア競技大会を契機とした､中川
運河や名古屋競馬場周辺の新たな魅
力･にぎわいづくりについて考える

1/26(日)午後1:30～3:30
ららぽーと名古屋みなとアクル
ス3階ららスタジオ(港区港明
二丁目)
当日先着70人程度
住宅都市局まちづくり企画課
☎972-2726 FAX972-4162

問合

人数

場所

日時

無料

東山動植物園

大人のためのどうぶつ講座

①私たちは本当に幸福になっている
のか～“こころ”の種間比較からの
考察～

2/8(土)午後2:00～3:00
②アジアゾウに迫る!～ゾージアム

探訪～
2/11(火･祝)
午後2:00～
3:00

③メダカ講座(入門編)
2/11(火･祝)午後2:00～3:00

高校生以上の方｡先着①60人
②③30人
入園料必要
1/15(水)午前9:00～電話か
ファクス(希望番号も記入)で同
園(千種区東山元町)
☎782-2111(月曜日休み)
FAX782-2140

※動物取扱業の登録内容は⓰面参照

対象

料金

申込

日時

日時

日時

堀川展

〜かくれ遺産と昭和の風景〜

堀川の土木･産業遺産と昭和の風景
を貴重な資料と共に振り返る

2/4(火)～9(日)午前9:30～午
後7:00(2/9は午後5:00まで)
市民ギャラリー栄第2展示室
(中区栄四丁目)
緑政土木局河川計画課
☎972-2823 FAX972-4193

場所

問合

日時

無料

青少年宿泊センター

お泊
と ま

り修行!マジパン作りに挑戦!

ケーキなどの飾り
に使われるお菓子
のマジパン作りを
洋菓子職人から学
ぶ

2/8(土)～
1泊2日(朝食付き)
小学5年～中学2年生｡抽選で
18人
1,400円　　　1/24(金)必着
同センター(緑区大高町)
☎624-4401 FAX624-4403

日程

料金 受付

問合

対象

鶴舞中央図書館

音訳ボランティア養成講座

同館の点字文庫で活動するため､音
訳図書の製作方法などを学ぶ

1/16(木)～3/26(木)の木曜日
の全11回､午後1:00～3:00
1/16(木)の第1回オリエン
テーション(無料｡申込不要)に
必ず参加し､受講後に同ボラン
ティアとして活動できる方｡選
考で20人
テキスト代800円
同館(昭和区鶴舞一丁目)
☎741-3132(月曜･第3金曜日
休み) FAX732-9871

日時

料金

問合

対象

マンション管理基礎講座･管理組

合交流会

★基礎講座｢マンション管理会社と
の付き合い方｣

2/15(土)午前10:30～正午
★交流会…テーマはマンションの組

合運営･維持管理･生活ルールなど
2/15(土)午後1:00～4:00

名古屋都市センター(中区金山
町一丁目)
管理組合役員･区分所有者･入居
者など｡抽選で各60人
はがきかファクス(交流会への
出欠も記入)でマンション管理
推進協議会(〒460-8508住宅
都市局住宅企画課内)
☎972-2960 FAX972-4172
1/31(金)必着受付

対象

申込

場所

日時

日時

無料

市民大学公開講演会｢愛知医科大

学における最先端研究･医療｣

やけどに関する最先端医療と形成外
科の歩みについてと､健康寿命を延
ばす背骨の手術についての講演

2/22(土)午後1:30～4:10
イーブルなごや(中区大井町)
抽選で350人
電子申請か往復はがきで教育委
員会生涯学習課分室
(〒461-0001東区泉一丁目1-4)
☎950-5031 FAX950-5041
1/22(水)必着受付

人数

申込

場所

日時

無料

市科学館の催し

①かがくゼミナール｢薬局の薬で実
験しよう 漢方編｣

2/2(日)午前10:00～正午
中学･高校生｡抽選で32人

②プラネタリウム夜間投影｢夜空に
潜むダークマター｣

2/18(火)午後6:30～7:30
高校生以上の方｡抽選で250人

①高校生400円･中学生250円
②700円
往復はがき(①は電子申請も可｡
学年､テーマに関する質問､白
衣持参の有無､白衣の無い方は
S･M･Lのサイズも記入②1通5
人まで)で同館(〒460-0008中
区栄二丁目17-1)
☎201-4486(月曜･第3金曜日
休み) FAX203-0788
①1/16(木)②1/8(水)～28(火)
必着

受付

料金

申込

対象

日時

対象

日時

都市計画マスタープラン

シンポジウム

人口構造･動態の変化やリニア中央
新幹線の開業などを見据えた今後の
都市づくりについて､講演やパネル
ディスカッションを通して考える

2/16(日)午後1:30～4:00
名古屋都市センター11階ホール
(中区金山町一丁目)
｢未来の年表 人口減少日本でこ
れから起きること｣著者の
河合雅司さん
先着100人
1/14(火)午前9:00～電話･ファ
クス･Eメールで住宅都市局都
市計画課☎972-2712
FAX972-4164　　a2712@
jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

講師

人数

申込

場所

日時

無料

みどりが丘公園　“終活”お墓探し

&
アンド

相続相談セミナー

司法書士･同園職員が対応｡墓地見学
会もあり

1/18(土)午後1:00～4:30
同園会館(緑区鳴海町)
当日先着80人
同園
☎876-9877 FAX877-0542

人数

問合

場所

日時

無料

陽子線治療センター

施設見学会

がんの治療法であ
る陽子線治療の特
徴や前立腺がんへ
の照射回数をさら
に少なくした治療
の開始などの説明と施設見学

2/9(日)午前10:00～11:30･午
後1:00～2:30
同所(北区平手町)
抽選で各25人
はがき･ファクス･Eメール(希
望時間も記入)で西部医療セン
ター運営企画室(〒462-8508
北区平手町1-1-1)☎991-8121
FAX991-8599
　nptc@west-med.jp
1/24(金)必着受付

人数

申込

場所

日時

無料

クリエイターズショップ･ループ

出店者の募集

ナディアパーク(中区栄三丁目)内の
スペースで商品販売やPRを行う

4/17(金)～来年3/21(日)
市内で創業を目指すクリエイ
ター｡選考で12者程度
賃料無料(実費負担あり)
2/7(金)必着
ホームページ･国際デザインセ
ンター(中区栄三丁目)
☎265-2105 FAX265-2107
idcn.jp/loop

受付

HP

料金

期間

対象

要項
配布

鯱
こ

城
じょう

学園公開講座｢煌
き ら

めきの歌をあ

なたに〜心に残る思い出の歌で煌め

く人生を送ってみませんか?｣

1/15(水)午前10:00～11:30
鯱城ホール(中区栄一丁目)
当日先着750人
同学園(中区栄一丁目)
☎222-7521 FAX222-7523

問合

人数

場所

日時

無料

消費生活センター 講座｢くらしの

安全について考えよう｣

1/31(金)～2/21(金)の金曜日
の全4回､午前10:00～正午
市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で70人
電子申請か往復はがき(ふりが
なも記入)で同センター
(〒460-0008中区栄一丁目
23-13伏見ライフプラザ11階)
☎222-9679 FAX222-9678
1/17(金)必着受付

申込

対象

日時

無料

人とペットの共生に関する啓発動画を制作しました!

｢人とペットの共生するまち･なごや」の実現には、一人一人が責任を
持ってペットを飼育することが必要です｡この動画でペットを最期まで
飼うことの心構えや猫の計画外の繁殖を防ぐことの重要性について確
認してみましょう｡

問合 (人とペットの共生について)
健康福祉局食品衛生課☎972-2649 FAX955-6225
(動画の制作について)
市長室広報課☎972-3132 FAX972-4126

↑視聴はこちら

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド
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財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

エコパルなごやの催し

①マンスリー企画展示｢環境絵画コ
ンクール入賞作品展示｣

1/8(水)～30(木)の開館日､
午前9:30～午後5:00
同所(中区栄一丁目)

②講演｢なごやの環境平成史｣
…テーマは｢平成から令和へ､ 
S
エスディージーズ

DGsの達成に向けた環境｣
2/8(土)午後1:30～3:30
愛知学院大学名城公園キャン
パス(北区名城三丁目)
なごや環境大学学長の
涌井史郎さん
先着200人

③リサイクルガラスできらきらアート
体験～キーホルダーづくり～

2/9(日)午前
10:30～11：30･
午後1:30～2:30
エコパルなごや
小学生｡先着各36人
500円

①不要②③1/11(土)午前9：00～
エコパルなごや☎223-1066 
(月曜日､ただし祝休日の場合は
翌平日休み) FAX223-4199

受付

問合

人数

料金

講師

対象

日時

日時

日時

場所

場所

場所

無料

無料

環境科学調査センター

調査研究発表会

市内の環境に関する調査･研究成果
の発表

2/7(金)午後1:45～4:45
愛知芸術文化センター12階
アートスペースA(東区東桜一
丁目)
先着100人
1/14(火)午前8:45～電話･ファ
クス･Eメールで環境科学調査
センター☎692-8481
FAX692-8483
　a6928481@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp

申込

日時

場所

人数

無料

なごや森づくり講座i
イ ン

n相生山緑地

～赤松林再生プロジェクト～

観察会･保全活動体験などを通して､
森づくりについて学ぶ｡木の伐採･落
ち葉かき体験あり

2/22(土)午前10:00～正午
※荒天の場合は2/29(土)に延期
相生山緑地(天白区相生山)
小学生以上の方(小学3年生以
下は保護者同伴)｡抽選で20人
電子申請かはがき(年齢も記入)
でみどりの協会(〒466-0064
昭和区鶴舞一丁目1-166)
☎731-8590 FAX731-0201
2/10(月)消印有効
緑政土木局緑地利活用室
☎972-2489 FAX972-4142

申込

受付

問合

日時

場所

対象

無料

南リサイクルプラザの催し

【市民工房｢いすの布の張り替え｣】
①2/1(土)②3/7(土)午前
9:15～正午

【定期講座】
③不用布を使った

布ぞうりづくり
2/9(日)午後
1:30～3:30

④誰でも簡単!包丁とぎ
3/8(日)午後1:30～3:30

同所(南区元塩町)
市内在住の方｡抽選で①②5人
③④10人
はがき(1通1人1講座まで｡希望
番号も記入)で環境局減量推進
室☎972-2398 FAX972-4133 
①1/17(金)②④2/21(金)
③1/24(金)必着

申込

受付

日時

日時

日時

場所

対象

無料 季節の花(生花)を使ってつくる

｢フラワーアレンジメント｣

2/23(日･祝)午後1:30～3:30
星が丘テラスコミュニティー
ルーム(千種区星が丘元町)
抽選で15人　　　2千円
電子申請か往復はがきで東山動
植物園(〒464-0804千種区東
山元町3-70)☎782-2111(月曜
日休み) FAX782-2140
1/20(月)消印有効

申込

受付

日時

場所

人数 料金

東海三県一市グリーン購入キャン

ペーン

環境への負荷が小さい商品を優先的
に購入する｢グリーン購入｣をした方
に抽選でエコな商品をプレゼント

1/10(金)～2/9(日)
東海三県内のスーパーマーケッ
トなどの協力店舗
ホームページ
環境局環境企画課
☎972-2684
FAX972-4134

問合

日程

場所

案内

↑ホームページ
はこちら

名古屋フィルハーモニー交響楽団

の催し

①月例公開リハーサル
2/14(金)午後1:00～2:00
音楽プラザ6階
小学生以上の方｡抽選で44人

②名古屋城本丸御殿アンサンブルコ
ンサート

2/28(金)午後7:00～8:00
名古屋城本丸御殿(中区本丸)
小学生以上の方｡抽選で50人
程度
名古屋城観覧料必要

往復はがき(1通①1人②2人まで｡
①は年齢②はふりがなも記入)で
①名フィル事務局(〒460-0022
中区金山一丁目4-10音楽プラ
ザ4階)②同コンサート事務局
(〒460-0002中区丸の内一丁
目8-39HP丸の内ビル3階)
1/24(金)必着
①名フィル事務局
☎339-5666 FAX322-3066
②観光文化交流局文化振興室
☎972-3172 FAX972-4128

問合

受付

日時

日時

場所

場所

対象

対象

申込

料金

無料

残さず食べよう!3
さんまる

0･1
いちまる

0運動にご

協力ください

会食や宴会での食べ残し
を減らすために､以下のこ
とに取り組みましょう｡
★注文の際には適量を

注文する
★乾杯後30分間は､席を

立たずに料理を楽しむ
★お開き前の10分間は自分の席に

戻って､再度料理を楽しむ
環境局資源化推進室
☎972-2390 FAX972-4133

問合

シャチの
ジュンちゃん

なごや子どものための巡回劇場

★ セ ン ト ラ ル 愛 知 交 響 楽 団 ｢ ハ
ローオーケストラ｣

①3/24(火)②3/25(水)午
前11:00～午後0:10･午後
2:00～3:10
①昭和文化小劇場(昭和区花
見通)②千種文化小劇場(千種
区千種三丁目)

★演劇人冒険舎｢ショウタ 一緒に
サッカーやろうよ｣

③3/26(木)④3/27(金)午前
10:30～11:40･午後1:30～2:40
③中区役所ホール(中区栄四丁
目)④北文化小劇場(北区志賀町)

700円｡チケットは市文化振興
事業団チケットガイド(中区栄
三丁目)などで販売中
市文化振興事業団
☎249-9387 FAX249-9386

問合

日時

日時

場所

場所

料金

西大久手古墳発掘調査の

成果報告会

昨年10月から実施した同調査の様
子や成果を写真などで紹介

1/25(土)午後1:30～3:00
体感!しだみ古墳群ミュージア
ム(守山区大字上志段味)
当日先着100人
教育委員会文化財保護室
☎972-3268 FAX972-4202

問合

人数

日時

場所

無料

蓬
ほ う

左
さ

文庫 企画展

｢いつだってK
か わ い い

awaii大好き｣

ひな祭りにちなんだ着せ
替え人形やひな道具など
を展示

2/8(土)～4/5(日)の
開館日､午前10:00～
午後5:00(入館は午後4:30まで)
観覧料必要
同所(東区徳川町)☎935-2173
(月曜日､ただし祝休日の場合は
翌平日休み) FAX935-2174

問合

日時

料金

戸田川緑地管理センター

〒455-0873港区春田野二丁目3204
☎302-5321(月曜日休み)
★かいこのまゆでつくる

小 花 の コ サ ー ジ ュ …
2/26(水)午後1:30～
3:30｡20人｡2,000円 昨年の作品

農業センター　d
で ら

elaふぁーむ

〒468-0021天白区天白町大字平針字
黒石2872-3 ☎801-5221(月曜日休み)
★牛乳と名古屋コーチンの卵を使った

バター､ホットケーキづくり…2/8(土)
午前10:00～11:30｡小学生と家
族｡12組｡1組500円(材料は2～3人分)

緑化施設の催し

申し込みは1/20(月)まで(消印有効)

に電子申請・往復はがき(1通で1人1

講座まで｡催し名･希望日時と対象が

中学生以下の講座は学年も記入)で

各施設へ｡抽選

※この他にもさまざまな講座があります｡詳しくは区役所情報コーナー･地下鉄駅･生涯学習セン
ターなどで配布の｢行こうよ公園｣か同ホームページをご覧ください。

こちらからアクセス

緑化センター

〒466-0064昭和区鶴舞一丁目1-168
☎733-8340(月曜・第3水曜日休み)
★涼を呼ぶ花サギソウ～

冬から始める1年の管理
～(実技)…2/1(土)午後
1:30～4:00｡24人｡500円

自然・環境

文化・芸術

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

市博物館 常設展企画展示｢秀吉の

朝鮮出兵と尾張｣

2/24(月･休)
までの開館日､
午前9:30～午
後5:00(入場は
午後4:30まで)
常設展観覧料必要
同館(瑞穂区瑞穂通)
☎853-2655(月曜､ただし祝休
日の場合は翌平日､第4火曜日､
12/29～1/3休み)
FAX853-3636

問合

日時

料金

豊臣秀吉朱印状

体感!しだみ古墳群ミュージアム

冬の企画展示｢松ヶ洞古墳群～庄

内川流域の初期群集墳～｣

1/7(火)～3/15(日)の開館日､
午前9:00～午後5:00(展示室へ
の入場は午後4:30まで)
展示室入場料必要
同所(守山区大字上志段味)
☎739-0520(月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み)
FAX739-0524

問合

日時

料金

特別支援教育展｢きらめき展｣

特別支援学級･通級指導教室･特別支
援学校の児童生徒の作品展示や特別
支援教育の紹介

1/21(火)～26(日)午前9:30～
午後5:00(入場は午後4:30ま
で｡1/21は午前10：30～)
市博物館(瑞穂区瑞穂通)
守山養護学校
☎794-5466 FAX795-2615

問合

日時

場所

無料

市美術館 ｢東山動物園猛獣画廊壁

画｣修復のための寄
き ふ

附金を募集します

終戦後､猛獣のいない動物園に展示
されていた壁画を寄附により修復
し､令和5年度の開館35周年記念で
の一般公開を目指します｡

ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･同館(中区栄二丁目)
☎212-0001(月曜日休み)
FAX212-0005
art-museum.city.nagoya.jp

太田三郎《東山動物園猛獣画廊壁画 No.1》1948年

HP

案内
配布

ぜんそく講演会

医師による成人向けぜんそくの講演
2/3(月)午後2:00～3:30
市役所東庁舎5階大会議室
市内在住の方｡100人程度
電子申請･はがき･ファクスで
環境局公害保健課☎972-2688 
FAX972-4156
1/14(火)～28(火)必着受付

日時

対象

申込

場所

無料

案内
配布

無料

障害者スポーツセンターの催し

★スキー体験会
3/1(日)午前7:45～午後8:00
あさひプライムスキー場(長
野県東筑摩郡朝日村)｡集合は
同センター
身体障害者手帳･愛護(療育)
手帳･精神障害者保健福祉手
帳をお持ちで､小学生以上の
方｡抽選で30人
1万5千円程度

★東海障害者卓球大会(サウンド
テーブルテニスの部)

3/8(日)午前9:30～午後4:00
身体障害者手帳をお持ちの視
覚障害者で､平成31年4月1
日現在13歳以上の方｡抽選で
男女各39人

1/4(土)～31(金)必着
区役所福祉課･支所区民福祉課､
同センター(名東区勢子坊二丁
目)☎703-6633(水曜日休み) 
FAX704-8370

日時

日時

対象

対象

受付

料金

場所

日本ガイシアリーナ アイスリンク

氷上のアスリートがやってくる!

スケートの日

入場料を通常より割り引き｡初心者
スケート教室や地元ジュニア選手に
よる模範滑走など｡手袋持参

1/26(日)午前10:00～午後6:00
入場料を高校生以上1,000円･
小中学生500円･市内在住で65
歳以上の方300円に割り引き
(住所･年齢を証明するもの必
要)｡別途貸靴代300円必要
不要(未就学児1人につき保護者
1人の同伴滑走必要)
同所(南区東又兵ヱ町)
☎614-6211(月曜日休み)
FAX614-6215

日時

問合

申込

料金

少年スポーツ指導者研修会

｢楽しみながら体を創る『体感型運

脳プログラム”T
タ ッ プ

UP”』｣

脳を活性化させて､潜在能力を引き
出すトレーニングを実技中心に学ぶ

2/8(土)午後2:00～4:00
東スポーツセンター(東区大幸
南一丁目)
少年スポーツの指導者か指導を
したい方｡抽選で100人
電子申請か往復はがきで教育委
員会スポーツ振興課
☎972-3265 FAX972-4417
1/21(火)必着

日時

問合

申込

対象

場所

無料

レクリエーションインディアカ大会

4/12(日)･19(日)･26(日)
千種スポーツセンター(千種区
星が丘山手)･北スポーツセン
ター(北区成願寺一丁目)･稲永
スポーツセンター(港区野跡五
丁目)
同一区在住の6～8人のチーム
1チーム4千円
1/31(金)まで
区役所地域力推進室･教育委員
会スポーツ振興課
☎972-3262 FAX972-4417

日程

対象

受付

料金

場所

案内
配布

一部有料公園施設で少年野球(軟

式)の利用が可能になります

4月利用分(2/1抽選申し込み開始)
からソフトボールに加え､利用可能

庄内川橋北(西区山田町)･庄内
公園(西区名塚町)･港陽公園(港
区港陽二丁目) 
※港陽公園は守備練習のみ
緑政土木局緑地管理課
☎972-2472 FAX972-4143

問合

場所

ミュージカル｢アニーよ銃をとれ｣

実在の女性を題材にしたラブコメ
ディーのブロードウェイミュージカル

2/22(土)～24(月･休)午前
11:00～午後1:30･午後4:00～
6:30
青少年文化センターアートピア
ホール(中区栄三丁目)
小学生以上の方
S席4千円･A席3千円｡チケット
は市文化振興事業団チケットガ
イド(中区栄三丁目)などで販売中
市文化振興事業団
☎249-9387 FAX249-9386

問合

日時

場所

対象

料金

文化のみち二葉館

開館15周年｢ふたばの日｣

開館記念日の
2/8(土)は文化の
みち二葉館･橦

し ゅ

木
も く

館
(いずれも東区橦木
町)が入館無料｡各
館当日先着100人に記念品を進呈
★｢吉

き っ

祥
しょう

歌
か

舞
ぶ

音
お ん

曲
ぎょく

｣名古屋伝統芸能
の披露

2/8(土)午前10:30～11:30
★講演｢川上貞

さ だ

奴
やっこ

と福沢桃介～二葉
館から読み取れること｣

2/8(土)午後2:00～3:20
★川上貞奴 うつつ彩

いろどり

展
2/8(土)～16(日)の開館日､
午前10:00～午後5:00
入館料必要(2/8は入館無料)

文化のみち二葉館
☎･FAX936-3836(月曜日休み)

問合

日時

日時

日時

料金

テレビ放送
●面下参照16

無料

無料

文化のみち橦木館の催し

①講座｢美濃出身 明智光秀の八つの
出生伝承の地を探る｣

1/11(土)午後1:30～3:00
②講談師旭

きょく

堂
ど う

鱗
り ん

林
り ん

の初笑い講談
1/13(月･祝)午後2:00～2:40

入館料必要(①は別途100円必
要)
同館(東区橦木町)☎939-2850
(月曜日､ただし祝休日の場合は
翌平日休み) FAX939-2851

問合

日時

日時

料金

揚輝荘(南園)聴
ちょうしょうかく

松閣 古楽奏バンド

｢ウンガレスカ｣コンサート

素朴で力強い
中世ヨーロッパ
の音楽

1/19(日)
午前11:00
～11:30･
午後1:30～2:00
当日先着各50人
入館料必要
同所(千種区法王町) 
☎759-4450(月曜日休み) 
FAX759-4451

問合

日時

料金

人数

徳川園　同園の起源は､元禄8年(1695年)に尾
張徳川家二代藩主の光友が､自ら造営した隠居
所の大曽根屋敷に移り住んだことにある｡昭和
6年､名古屋市へ寄

き ふ

附された｡池
ち

泉
せ ん

回遊式の日本
庭園は､季節の花に彩られ､冬には写真のように
真っ白に雪化粧する日も｡

★投稿者　佐々基成さんのコメント

撮影日に名古屋には珍しく雪が積もった白銀
と、彩りが綺

き

麗
れ い

な藁
わ ら

帽子をかぶった冬牡
ボ

丹
タ ン

の
鉢植えが鑑賞でき、良き風景となりました。

住宅都市局都市景観室
☎972-2732　FAX972-4485

市ウェブサイト

市民投票によりまちなみデザイン20選に
選ばれた風景の中から一部をご紹介します｡

まちなみ
デザイン20選

問合
東区徳川町

セレクション  選定風景 検索

スポーツ・健康

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド
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時給制通達員の募集

市･区役所からの文書などを区内の
家庭や事業所に配布｡今回の募集か
ら採用区外在住の方も応募可

4月～来年3月
選考で各区若干人(東･北･中村･
南･名東区では今回募集なし)
市ウェブサイト
区役所総務課･支所区民生活課問合

案内

期間

人数

①省エネルギー指導員②環境保健事

業指導保健師の募集

4月～来年3月
業務に必要な知識･資格か実務
経験のある方｡選考で①3人程
度②1人程度
1/20(月)必着
市ウェブサイト･環境局職員課
☎972-2364 FAX972-4130

期間

対象

受付

要項
配布

福祉制度案内員の募集

2/16(日)　　　4月～来年3月
区役所･支所
社会福祉士･精神保健福祉士･介
護支援専門員･障害者相談支援
専門員･保健師のいずれかの免
許取得者か､高齢者･障害者の相
談援助の実務経験が3年以上あ
る方｡選考で5人程度
1/6(月)～31(金)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局総務課
☎972-2509 FAX972-4145

試験 期間

対象

勤務

受付

要項
配布

障害福祉･難病等支援員の募集

2/15(土)　　　4月～来年3月
区役所福祉課･支所区民福祉課
社会福祉士･精神保健福祉士の
資格取得者などで､パソコンの
基本操作ができる方｡選考で20
人程度
1/24(金)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局障害者支援
課 ☎972-2558 FAX972-4149

試験 期間

対象

勤務

受付

要項
配布

自立支援医療費審査支払事務員の

募集

2/8(土)
4月～来年3月
健康福祉局障害企画課
業務に必要な知識か経験を有
し､パソコンの基本操作ができ
る方｡選考で若干人
1/6(月)～28(火)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局障害企画
課☎972-2587 FAX951-3999

試験

期間

対象

勤務

受付

要項
配布

①後期高齢者医療事務員②後期高

齢者医療徴収事務員の募集

2/2(日)
4月～来年3月
区役所
選考で①2人程度②5人程度
1/20(月)必着
市ウェブサイト･健康福祉局医
療福祉課
☎972-2572 FAX972-4148

試験

期間

人数

勤務

受付

要項
配布

自立支援健康相談員の募集

中区などの公園や路上を巡回し､
ホームレスの健康相談･支援を行う

2/8(土)
4月～来年3月
保健師か看護師免許取得(見込
み)者｡選考で1人
1/22(水)必着
市ウェブサイト･健康福祉局感
染症対策室
☎972-2633 FAX972-4203

試験

期間

対象

受付

要項
配布

障害福祉関係

会計年度任用職員の募集

①障害福祉サービス推進員
②障害福祉サービス費等審査支払事

務員
③障害者職場定着支援員

2/15(土)　　　4月～来年3月
①②パソコンの基本操作ができ
る方｡選考で①②2人程度③1人
程度
1/24(金)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局障害者支援
課☎972-2558 FAX972-4149

試験 期間

対象

受付

要項
配布

生活保護関係

会計年度任用職員の募集

①生活保護居宅生活支援員
②生活保護就労支援員
③医療･介護扶助事務員
④生活保護年金等調査員
⑤生活保護債権管理員
⑥生活保護経理事務員
⑦訪問活動支援員
⑧保護援護生活相談員
⑨生活保護施術給付適正化推進員

2/9(日)か11(火･祝)
4月～来年3月
区役所･支所
業務に必要な資格か実務経験の
ある方｡選考で①7人程度②6人
程度③10人程度④14人程度⑤
1人程度⑥2人程度⑦27人程度
⑧12人程度⑨1人程度
1/6(月)～23(木)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局保護課
☎972-2552 FAX972-4148

受付

試験

期間

勤務

対象

要項
配布

妊娠･出産期サポーターの募集

妊産婦への相談支援を行う
2月上旬         4月～来年3月
保健センター･同分室
保健師･助産師･看護師のいずれ
かの資格取得者｡選考で3人程度
1/20(月)必着
市ウェブサイト･子ども青少年
局子育て支援課
☎972-2629 FAX972-4419

受付

試験 期間

勤務

対象

要項
配布

名古屋市役所業務ガイダンス

｢市役所の仕事を知ろう!｣

2/13(木)･14(金)午前9:30～
正午･午後1:45～4:15
瑞穂区役所講堂(瑞穂区瑞穂通)
大学生など｡抽選で各160人程度
1/15(水)～31(金)
1/15(水)～市ウェブサイト
人事委員会任用課
☎972-3308 FAX972-4182

受付

場所

対象

日時

案内

問合

無料

臨時的任用職員･代替任期付職員

(学校事務)の募集

正規学校事務職員の欠員や育児休業
職員の代替として業務を行う

市立の小中学校･特別支援学校
高校卒業以上の方
随時
教育サポートセンター
☎961-0064 FAX953-3450
(教育委員会教職員課
☎972-3238 FAX972-4177)

受付

勤務

対象

問合

コンベンションボランティアなごや

の募集

市内で開催される国内外の会議など
で､案内･受け付け補助などを行う

2/21(金)か22(土)
※事前に書類選考あり
令和2年4月～令和4年3月
20歳以上の方｡選考で40人
1/31(金)必着
市内観光案内所･名古屋観光コ
ンベンションビューロー(中区
栄二丁目)
☎202-1146 FAX231-0922

受付

試験

期間

対象

要項
配布

食の安全･安心推進会議

消費者委員の募集

消費者の立場から事業者･学識経験
者との意見交換を行う｡謝礼あり

令和2年4月～令和4年3月
市内在住か在勤の20歳以上で
平日年2回程度の会議に出席で
きる方｡選考で2人
1/6(月)～31(金)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局食品衛生
課☎972-2648 FAX955-6225

受付

期間

対象

要項
配布

市立大学 学生の募集

前期2/25(火)･26(水)､中期
3/8(日)､後期3/12(木)
4月
令和2年度大学入試センター試
験を受験し､同大学の出願資格
を満たす方
入学検定料など17,640円
1/27(月)～2/5(水)必着
ホームページ･同大学学生課(瑞
穂区瑞穂町)
☎853-8020 FAX841-7428
www.nagoya-cu.ac.jp

受付

HP

試験

対象

料金

入学

要項
配布

守山養護学校高等部産業科

生徒の募集

1/30(木)　　　4月
市内在住で比較的程度の軽い知
的障害があり､中学校卒業か同
等以上の学力がある方など｡選
考で27人
1/14(火)～20(月)
※提出後の志願変更は1/23(木)･

24(金)
同校(守山区小幡一丁目)
☎794-5466 FAX795-2615

受付

問合

試験

対象

入学

要項
配布

市立高校(定時制) 生徒の募集

①中央高校(中区新栄三丁目)
②工業高校(中川区北江町)

前期3/4(水)･後期3/25(水)
4月
①普通科(単位制昼間)160人･普
通科(夜間)80人･商業科(夜間)40
人②工業技術科(夜間)40人
願書などの提出は前期2/26(水)･
27(木)､後期3/19(木)･23(月)
出身中学校･①中央高校
☎241-6538 FAX261-9452
②工業高校☎361-3116
FAX352-9491

受付

試験

人数

入学

①農業委員②農地利用最適化推進

委員の募集

令和2年9月19日～令和5年9月
18日
農業に関する識見を有する方な
ど｡選考で①16人②12人
1/22(水)～2/18(火)必着
1/8(水)～市ウェブサイト･区
役所情報コーナー･緑政土木局
都市農業課
☎972-2469 FAX972-4141

期間

対象

受付

要項
配布

保育所看護師の募集

2/5(水)か6(木)
4月～来年3月
(准)看護師免許取得者で､実務
経験のある方｡選考で15人程度
1/24(金)消印有効
市ウェブサイト･子ども青少年
局保育運営課
☎972-2527 FAX972-4116

試験

期間

対象

受付

要項
配布

①学校事務支援員②学校給食栄養

士の募集

①随時②1/30(木)
4月～来年3月
市立の小中学校･特別支援学校
①高校卒業以上の方②栄養士免
許取得(見込み)者｡選考で各若
干人
①随時②1/6(月)～21(火)消印
有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･教育委員会教職員課
☎972-3238 FAX972-4177

受付

試験

期間

勤務

対象

要項
配布

市博物館協議会 公募委員の募集

平日年2回程度の協議会に出席し､
市民の立場から意見を述べる

令和2年6月～令和4年5月
市内在住か在勤(学)の20歳以
上で､市が設置する他の協議会
などの委員や本市職員でない
方｡選考で若干人
1/10(金)～2/28(金)必着
1/10(金)～区役所情報コーナー･
図書館･同館(瑞穂区瑞穂通)
☎853-2655(月曜･第4火曜日
休み) FAX853-3636

期間

対象

受付

要項
配布

防災スピーカーの試験放送

全国一斉に防災スピーカーの試験
放送を行います(音声｢これは､Jア
ラートのテストです｣×3回､｢こち
らは､こうほうなごやです｣×1回)｡
ご理解とご協力をお願いします｡

2/19(水)午前11:00
防災危機管理局危機対策室
☎972-3526 FAX962-4030

日時

問合

①児童生徒看護介助員②時給制発

達障害対応支援員の募集

2月下旬
4月～来年3月
市立の幼稚園･小中学校
①看護師免許取得者②障害のあ
る児童などの支援に携わった経
験がある方など｡選考で①若干
人②70人程度
①1/20(月)～2/7(金)②2/3(月)～
17(月)必着
①1/20(月)～②2/3(月)～市ウェ
ブサイト･区役所情報コーナー･
教育委員会指導室
☎972-3233 FAX972-4177

試験

期間

勤務

対象

受付

要項
配布

予防接種相談員の募集

市民や医療機関からの電話相談や手
続きに対応

2/8(土)
4月～来年3月
保健師か(准)看護師免許取得
(見込み)者｡選考で若干人
1/22(水)必着
市ウェブサイト･健康福祉局感
染症対策室
☎972-2631 FAX972-4203

試験

期間

対象

受付

要項
配布

市からのお知らせ

会計年度任用職員の募集

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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子ども･若者総合相談センター

ボランティア登録説明会

困難を有する子どもや若者への訪問
支援や同行支援を行うボランティア
の活動内容･登録について説明

2/22(土)午後2：00～4:00･
3/4(水)午後3:00～5:00
同センター金山ブランチ(中区
正木四丁目)
同ボランティア登録をお考えの
方｡各20人程度
1/31(金)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･同センター(東区泉一
丁目)
子ども青少年局青少年家庭課
☎972-3274 FAX972-4439

場所

対象

日時

受付

問合

案内
配布

2/3(月)に節分臨時バスを運行します

★大須観音～(金山経由)～笠寺西門
★新瑞橋～(笠寺西門経由)～笠寺駅

交通局自動車運転課
☎972-3869 FAX972-3932

問合

改修工事による固定資産税の減額

一定の要件を満たし､工事完了後3
カ月以内に申告が必要

【耐震改修】
★昭和57年1月1日以前から所在す

る住宅…居住部分に相当する税額
の最大2分の1を原則1年間減額

【バリアフリー改修】
★新築された日から10年以上を経

過した住宅…居住部分に相当する
税額の最大3分の1を1年間減額

【省エネ改修】
★平成20年1月1日以前から所在す

る住宅…居住部分に相当する税額
の最大3分の1を1年間減額

市税事務所固定資産税課問合

｢中学3年生応援きっぷ｣の申し込み

市バス･地下鉄･ゆとりーとラインに
一日乗り放題の同きっぷを無料で2
枚ずつ配布

市内在住で市外の中学校に通学
する中学3年生
※市内在学の方は原則各学校よ

り配布(申し込み不要)
ホームページ
2/28(金)まで
交通局経営企画課
☎972-3859 FAX972-3938
kotsu.city.nagoya.jp

対象

案内

受付

問合

HP

市立図書館ホームページを

リニューアルします

1/9(木)正午～(1/9正午までは
リニューアル作業のため停止し
ています)
鶴舞中央図書館
☎741-3198(月曜･第3金曜日
休み) FAX733-6337
www.library.city.nagoya.jp

日時

問合

HP

償却資産申告書の提出

提出先は､償却資産の所在する区を
担当する市税事務所固定資産税課

令和2年1月1日現在､土地･家
屋以外の事業用の資産で､構築
物(舗装路面･フェンスなど)､器
具や備品(コピー機･パソコンな
ど)､機械や装置などの償却資産
を持つ方
1/31(金)まで

※電子申告(www.eltax.lta.go.jp)
や郵送による提出もできます｡

市税事務所固定資産税課

対象

問合

受付

給与支払報告書の提出

提出先は､給与の受給者の令和2年1
月1日現在(退職者は退職時)の住所
が
★市内の場合…個人市民税特別徴収

センター(〒460-8201中区丸の
内三丁目10-4丸の内会館)

★市外の場合…受給者がお住まいの
市町村

令和元年中に給与を支払った方
1/31(金)まで

※電子申告(www.eltax.lta.go.jp)
や郵送による提出もできます｡

同センター
☎957-6930 FAX957-6934

対象

問合

受付

中小企業向けの情報

★ワーク･ライフ･バランス推進セミ
ナー…1/28(火)午後1:30～4:00｡
先着100人｡無料

市民経済局産業労働課
☎972-3145 FAX972-4129

★金融相談窓口…月曜～金曜日(祝
休日休み)の午前9:00～正午･午
後1:00～4:00｡予約制｡無料

中小企業振興センター
☎735-2000 FAX735-2104

問合

問合

違法な民泊サービスについての

情報をお寄せください!

いわゆる｢民泊サービス｣を行う場合
は届け出や許可が必要です｡違法な
民泊サービスが疑われる施設などの
情報がありましたら､次の保健セン
ターにご連絡ください｡
★千種保健センター(千種･昭和･瑞

穂･名東区)…☎753-1921
★中村保健センター(西･中村･熱田･

中川区)…☎481-2285
★中保健センター(東･北･中･守山

区)…☎265-2266
★南保健センター(港･南･緑･天白

区)…☎614-2885
市保健所環境薬務課(健康福祉局
内)☎972-2643 FAX972-4153

問合

水道管の凍結にご注意ください

気温がマイナス4度以
下になると､水道管が
凍結しやすくなりま
す｡露出している水道
管やじゃ口に､防寒材
や布などを巻いて凍結
を防ぎましょう｡水を
少し出しておくことも効果がありま
す｡凍結した場合はタオルをかぶせ､
ぬるま湯をゆっくりかけてくださ
い｡熱湯をかけると水道管が破損す
ることもあるので注意しましょう｡

上下水道局営業所･お客さま受
付センター
☎884-5

ゴ ク ゴ ク

959 FAX872-1296

問合

災害用備蓄飲料水

｢名水｣の販売

災害に備え､1人1日3
リットル､3日分以上
の飲料水を備蓄しま
しょう｡今年度から保
存期間が10年に延長
しました。

配達販売受け付けは1/6(月)～
3/13(金)｡3/31(火)までに配
達｡上下水道局営業所などでの
窓口販売は1/6(月)～通年販売
1箱2,400円(税込み｡490ml缶
24本入り)
※窓口販売は200円引き、高齢

者のみの世帯など災害時に配
慮が必要となる世帯は100円
引き(割引の併用不可)

上下水道局お客さま受付セン
ター☎884-5

ゴ ク ゴ ク

959 FAX872-1296

期間

料金

問合

テレビ放送
●面下参照16

都市計画の変更

①都市計画道路(河岸町線ほか4路
線)の変更②都市計画特別緑地保全
地区(熊野三社)の変更､生産緑地地
区の変更｡いずれも概要を市ウェブ
サイトに掲載

①住宅都市局街路計画課
☎972-2729 FAX972-4164
②住宅都市局都市計画課
☎972-2798 FAX972-4164

縦覧
・
問合

名鉄名古屋本線(桜駅～本星崎駅間

連続立体交差)環境影響評価方法書

の縦覧･意見募集など

★縦覧
1/7(火)～2/5(水)の開庁･開
所日
環境局地域環境対策課･南区
役所(南区前浜通)･緑区役所
(緑区青山二丁目)･環境学習
センター(中区栄一丁目)･南
生涯学習センター(南区東又
兵ヱ町)

★意見募集…郵送･Eメールか直接､
環境局地域環境対策課

asesu-iken@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp

1/7(火)～2/20(木)必着
★事業者による閲覧機会の提供

1/7(火)～2/5(水)の開庁日
住宅都市局街路計画課

★事業者による説明会
①1/23(木)午後7:00～8:30
②1/25(土)午前10:30～正午
③1/27(月)午後7:00～8:30
①新郊中学校(南区呼続四丁
目)②南区役所③笠寺小学校
(南区本星崎町)
不要

(縦覧･意見募集について)
環境局地域環境対策課
☎972-2697 FAX972-4155
(閲覧･説明会について)
住宅都市局街路計画課
☎972-2729 FAX972-4164

申込

場所

場所

場所

問合

日程

日程

日時

受付

弁護士による1日無料法律相談

民事法律問題についての面接相談
1/24(金)午前9:45～午後3:15
(1人30分)
市役所西庁舎12階第15会議室
先着16人
1/13(月･祝)午前9:10～電話で
名古屋法律相談センター
☎565-6110
市民経済局広聴課
☎972-3139 FAX972-3164

場所

日時

問合

人数

申込

無料

新築の認定長期優良住宅に対する

固定資産税の減額

申告により､新築後5年間(3階建て
以上の耐火･準耐火住宅は7年間)､
居住部分に相当する固定資産税額の
最大2分の1を減額｡

長期優良住宅の認定を受け､平
成31年1月2日以降に新築され
た一定の要件を満たす住宅
1/31(金)まで
市税事務所固定資産税課

対象

問合

受付

農林業センサスのお願い

2/1(土)現在の状況
を調査｡結果は今後の
農林業の振興や活性
化のための施策に役
立てられます｡1月上旬から調査員
証を携帯した調査員が伺いますので
ご回答をお願いします｡

農林業を営む全ての個人･法人
など
区役所総務課･総務局統計課
☎972-2253 FAX972-4114

問合

対象木造住宅の無料耐震診断

市指定の耐震診断員が診断を行いま
す｡受診を検討中の方はお早めにお
申し込みください｡

昭和56年5月以前に着工した2
階建て以下の木造住宅
1/31(金)消印有効
住宅都市局耐震化支援室
☎972-2921 FAX972-4179

受付

対象

問合

無料

要項
配布

東京2020オリンピック聖火リ

レーボランティアの募集

同リレーの栄地区から名古屋城まで
の区間などで､観覧客の誘導･通行案
内､交通規制業務の補助などを行う

4/6(月)
市内在住か在勤(学)で18歳以
上の方｡抽選で300人程度
1/20(月)必着
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･同ボランティア事務
局☎961-4561 FAX950-3370
(教育委員会スポーツ振興課
☎972-3262 FAX972-4417)
ur0.work/wYgM

受付

HP

日程

対象

下水道科学館の休館

リニューアルに伴い休館します｡
2/10(月)～3/19(木)
同館(北区名城一丁目)
☎･FAX911-2301

期間

問合

特定生産緑地の指定申し出受け付け開始

生産緑地は指定から30年が経過すると､税制優遇が縮小するなど制度
が大きく変わります｡市では､生産緑地の税制優遇を延長する特定生産
緑地の指定申し出受け付けを開始します｡対象者は､1月中旬ごろに郵
送される申し出書を持参の上､問合窓口へご提出ください｡

受付

対象

問合

1/27(月)～4/10(金) ※令和2･3年度も同時期に受け付け予定
平成4年(1992年)指定の生産緑地を市内に所有の方
(千種･瑞穂･南･緑･名東･天白区に生産緑地を所有の方)
 緑区役所農政担当☎625-3932 FAX623-8191
(北･西･中村･守山区に生産緑地を所有の方)
 守山区役所農政担当☎796-4551 FAX794-2256
(中川区に生産緑地を所有の方)
 中川区役所農政担当☎363-4360 FAX362-6562
(港区に生産緑地を所有の方)
 南陽支所農政担当☎301-8209 FAX301-8399
(特定生産緑地に関すること)
 緑政土木局都市農業課☎972-2469 FAX972-4141

 

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド

広報なごや　令和2年1月号　●11
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●動物取扱業の登録／名古屋市　　事業所：名古屋市東山総合公園（千種区東山元町３―７０）　種別：展示　登録番号：０７０１０２７　登録日：平成１９年６月１日　有効期限：令和４年５月３１日　動物取扱責任者：黒邉　雅実
●動物取扱業の登録／公益財団法人名古屋みなと振興財団　事業所：名古屋港水族館（港区港町１―３）　種別：展示　登録番号：０６１１０２５　登録日：平成１８年９月１９日　有効期限：令和３年９月１８日　動物取扱責任者：阿久根　雄一郎

●発行日／令和２年１月１日●部数／１，０９９，１６０部●配布／区役所総務課（全戸配布・無料）●印刷／中日高速オフセット印刷㈱ 広報なごやは、再生紙（古紙パルプ配合率7５％以上、白色度70％）を使用しています。

 

  

  

Useful information for foreign residents is provided by the City of Nagoya website and 
the Nagoya International Center.
●The City of Nagoya website : www.city.nagoya.jp/en　　●Nagoya International Center : ☎052-581-0100  website : www.nic-nagoya.or.jp

 

ZIP-FM 77.8MHz

 

 AM 1053kHz
FM

 

93.7MHz

市政広報テレビ･ラジオ番組
テレビ番組 (字幕放送あり) 各番組　 で、放送終了後に番組を視聴できます。HP

名古屋市政情報番組 (出演：林修さん) (出演：名古屋おもてなし武将隊)ナゴヤでしょ!
中京テレビ4ch 6ch日曜日 午後5:25～5:30(再放送/火曜日 午前1:29～1:35)

おもてなし隊なごや
メ～テレ 火曜日 午後6:56～7:00(再放送/木曜日 午前1:55～1:58、土曜日 午前5:17～5:20) 

市政情報を分かりやすくお伝えします。

HP www.ctv.co.jp/nagoyade

ラジオ番組 各回の放送内容は市ウェブサイトで案内しています。市ウェブサイト ラジオ広報 各番組　HP で、放送終了後に番組を配信しています。

月曜・金曜日 午前10:00ごろ～

zip-fm.co.jp/blog/lovenagoya/HP

名古屋市だより
月曜日 午後3:40ごろ～　火曜･木曜日 午前11:28ごろ～
水曜日 午前8:17ごろ～　 金曜日 午後4:24ごろ～

hicbc.com/radio/nagoyaHP

名古屋市広報課

フェイスブック
www.facebook.com/nagoyakoho

月曜日は「BRUNCH STYLE」内、金曜日は「GOODY」内で放送

CBCラジオ

市長室広報課　☎ 972-3134　FAX 972-4126問合

※都合により放送内容や放送日時が

　変更になることがあります。

月曜日は「北野誠のズバリ」内、火曜･木曜日は「つボイノリオの聞けば聞くほど」内、水曜

日は「多田しげおの気分爽快!!～朝からP･O･N」内、金曜日は「ドラ魂キング」内で放送

1/12
1/19
1/26
2/2
2/9

名古屋市鯱城学園
災害用備蓄飲料水｢名水｣の販売
子ども・若者総合相談センター金山Branch
消防団員募集
なごやナースキャリアサポートセンター

1/14

1/21
1/28
2/4

レトロでんしゃ館･名古屋市営交通資料センター

ヨリマチFUSHIMI
文化のみち二葉館
キン・ジョー・フットの謎解き大冒険
人魚姫の願い事

HP www.nagoyatv.com/omotenashi2019/

施設や行催事などを紹介します。

NAGOYA CITY I LOVE NAGOYA!

放
送
予
定

放
送
予
定

こ じょう

ブランチ

フシミ

※1/13の放送は1/14の午前10:16ごろ～

Instagramフォトコンテスト
インスタグラム

今年もやります！

開館時間 午前9:30～午後5:00
(入場は午後4:30まで)

アクセス 地下鉄桜通線｢桜山｣駅4番出口 徒歩5分

同館(瑞穂区瑞穂通1-27-1)　☎ 853-2655　FAX 853-3636問合

月曜日(祝休日の場合は翌平日)･第4火曜日休館日

一般1,300円､高校･大学生900円(学生証持参)､中学生以下無料観覧料

開館時間 午前9:30～午後5:00
(金曜日は午後8:00まで｡入場は閉館の30分前まで)

アクセス 地下鉄東山線･鶴舞線｢伏見｣駅5番出口 徒歩8分

同館(中区栄二丁目17-25)　☎ 212-0001　FAX 212-0005問合

月曜日(祝休日の場合は翌平日)休館日

一般1,400円､高校･大学生900円(学生証持参)､中学生以下無料観覧料

市消防団サポーター
「グランパスくん」

1/25　～3/29土 日

1/8　～3/1水 日

アンパンマンの生みの親・やなせたかし(1919～

2013年)は、漫画家･詩人･イラストレーター･絵本作

家など、多岐にわたって活躍しました。本展では多彩

な創作活動の歩みを、「アンパンマン」など代表作の絵

本原画･キャンバス画･漫画などからたどります。大人

から子どもまで楽しめる本展で、親子で展覧会デビュ

ーをしてみませんか？

今回で７０回目の節目を迎える名古屋市消防出初式。消防職員や消防団員など約2千

人と消防車・消防ヘリ・消防艇・新車両など、名古屋市の消防力が集結！

見応えある消防訓練や分列行進をお見逃しなく！

大正から昭和にかけて活躍した画家

岸田劉生(1891～1929年)。愛娘を

描いた「麗子像」が有名ですが、38歳

で亡くなるまで肖像画･静物画･風景

画など多彩なジャンルに取り組みまし

た。本展では、《麗子微笑》を含む初期

から最晩年までの作品約150点を紹

介し、劉生の歩んだ絵画の道をたどり

ます。

初めて
消防出初式に
参加するがね。
遊びにきて
ちょう。

大人気♪消防ふれあい広場も同時開催！ 無料
申込不要

●お子さま向けスタンプラリー・

　消防クイズ・火災体験VR（仮想現実）

●名東消防署に配置された消防活動二輪車

　「赤鯱」とタンク車の展示など

●ポッカレモン消防音楽隊と市消防団

　サポーター「dela」によるミニライブ

あか しゃち

りゅう せい

デ ラ

1/12(日)午前10:00～午後2:00日時

名古屋港ガーデンふ頭 名古屋港水族館前ジェティ広場場所

出初式や消防ふれあい広場の様子を撮影し、「#2020名古屋市出初
式」を付けてInstagramに投稿しよう！入賞者１０
組(１組４人まで)を、消防航空隊にご招待します！
普段はめったに入れない施設や消防ヘリなどを
見学できます。詳しくは市消防局公式SNS(ソー
シャル・ネットワーキング・サービス)をご覧いただ
くか、お問い合わせください。

アクセス 地下鉄名港線「名古屋港」駅3番出口 徒歩5分

消防局総務課　☎ 972-3544　FAX 972-4195問合

名古屋港ガーデンふ頭一帯(港区港町)場所 出初式の情報は市消防局
公式SNSでも発信しています｡
ぜひご覧ください｡

名古屋市消防出初式
で ぞめ しき

「アンパンマン」©やなせたかし
（公財）やなせたかし記念アンパンマン
ミュージアム振興財団蔵

市博物館
特別展

◀Twitter
　はこちら

ツイッター

◀Facebook
　はこちら

フェイスブックインスタグラム

◀Instagram
　はこちら

1/12日 午前10：00～11：45 無料・申込不要

《麗子微笑》 重要文化財
1921年10月15日 東京国立博物館

Image: TNM Image Archives

展示期間 1/8（水）～2/16（日）

©N.G.E.

消防活動二輪車「赤鯱」

⓰


